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【  R.  I.  会⻑⾧長】
 　 　カルヤン・パネルジー
【R.I.  2780地区ガバナー】
 　 　森 　洋
【第9グループガバナー補佐】
 　 　橋本 　槇雄

【会 　⻑⾧長】杉崎 　勝成
【副会⻑⾧長】杉⼭山 　市好
【幹 　事】辻村 　彰秀
【副幹事】柳柳井 　渉
【会場監督】村瀬 　雅實

本⽇日の例例会：通常例例会（第1724回）

会場：⼩小⽥田⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2011年年10⽉月18⽇日 　12:30〜～13:30
司会：柳柳井  渉    副幹事

10⽉月は⽶米⼭山⽉月間です（2）

海外には⽶米⼭山学友を中⼼心としたロータリー･クラブがいくつかあり
ます。その中のひとつ、台北北東海RCの初代会⻑⾧長を努めた徐重仁さ
んの講演を昨年年の地区⼤大会で聞くことができました。彼は、早稲⽥田
⼤大学に通っていましたが経済的な余裕がなく、ストーブも買えない
留留学⽣生活をおくっていたそうです。冬の寒い⽇日は部屋に暖房がない
ので、暖房の効いている⼭山⼿手線の中で夜遅くまで勉強をしたことも
度度々あったそうです。そんな中、⽶米⼭山奨学会のことを知り、奨学⽣生
となることができたお陰で同⼤大学の⼤大学院を卒業することができた
と涙ながらに語った姿が感動的でした。卒業後、⽇日本の⽣生活で得た
経験を⽣生かして台湾でセブンイレブン、スターバックスを展開、今
では台湾最⼤大の流流通企業となっています。そして、現在も世話クラ
ブであった平塚RCやカウンセラーとの交流流が続いているそうで
す。⽶米⼭山学友との交流流では、わが⼩小⽥田原城北北クラブも⼈人後に落落ちな

い活動をしてきました。特に、２００４年年に発⽣生したスマトラ沖地
震による津波被害で元⽶米⼭山奨学⽣生ペレラ・プリヤンカ君の住むスリ
ランカも甚⼤大な被災を受けたことを知ると、会員の中から⾃自然発⽣生
的に⽀支援の輪輪が広がり、⼤大変⼤大きな⽀支援を⾏行行いました。その⽀支援は
アラリヤ基⾦金金という形で現在も続いています。そして、今回の東⽇日
本⼤大震災に際してはスリランカの⼈人々が義援⾦金金をおくってくれてい
ます。
このように、ロータリー⽶米⼭山記念念奨学事業は単なる留留学⽣生の⽀支援だ
けでなく、奨学⽣生、学友との交流流によってお互いに⽀支援し合うグ
ローバルな関係を構築して初めてその⽬目的が達成されるのではない
でしょうか。
 　 　 　 　 　 　 　

指導者育成委員会
（⽂文責：井上 　寛） 　 　 　 　 　

❖ ニコニコ箱
⽯石橋 　徹  委員

10月11日分 累計 目標

ニコニコ箱 53,650 485,150 1,500,000

✴その他

執⾏行行部⼀一同…本⽇日のお⽉月⾒見見例例会、皆様楽しんで下さい。会場
監督、親睦委員会の皆様ご苦労様です。
会場監督⼀一同…お⽉月⾒見見例例会多くの参加ありがとうございま
す。
チャリティープロジェクト（清・釼持・村瀬・渡邊・杉本・
⽥田代・⼀一⼨寸⽊木さん）…今夜はお⽉月⾒見見例例会です。チャリティー
委員会のメーンイベントが決まりそうです。みなさんの協⼒力力
を持って⼀一丸となってすすみましょう。
村瀬 　 雅實さん…妻の葬儀の際にはお忙しい中、ご会葬下さ
り、誠にありがとうございました。皆様のご厚情に感謝申し
上げます。
⼤大⽊木・⽥田代・本多・杉本・太⽥田・⼩小嶋さん…⽩白井忠さんの⽣生
花の残⾦金金です。河野さんの値引きのおかげです。少々です
が。
鈴鈴⽊木 　 友徳さん…内⼭山先⽣生のおかげで事件が⼀一つ解決しまし
た。ありがとうございました。
守屋 　善男・⼩小嶋 　章司さん…本⽇日のピアノ演奏者の⽯石崎恵
⼦子さんは⽯石崎孝さんと何か関係があるのですか？鴨宮在住と
聞きましたが私達の事知ってまいすか？
⽯石崎 　 孝さん…今⽉月は⼊入会⽉月です。平成3年年に⼊入会させてい
ただき、20年年が経ちました。本⽇日のピアノ演奏者は、本⽇日始
めて知りましたことで、私のいとこです。よろしくお願い致
します。
太⽥田 　 忠さん…61歳近くになってやっと初孫が⽣生まれまし
た。⼥女女の⼦子でした。
杉本 　 博愛さん…例例会を５回も連続で休んでしまいました。
すみませんでした。やっと釈放されました。疲れたァ〜～
阿部 　 ⼀一顕さん…今⽇日はお⽉月さまの例例会です。古代エジプト
から出⼟土したもので妊婦の係があって、その⼿手には⽜牛の⾓角に
13本の線が引かれています。28⽇日の⽣生命の変化を13回繰り
返して、1年年の周期をもって⽣生命の祈りを表したものです。

会員数：51名

例例会報告：2011年年10⽉月11⽇日（曇） 　第1723回夜間例例会

  ロータリー情報

【小田原城北ロータリー・クラブ】
事務局：〒250-0211　小田原市鬼柳172-9
電　話：0465-37-1222　　FAX：0465-37-7377
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例会場：小田原卸センター内会議室
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❖ ゲスト
程 　彩霞さん（⽶米⼭山奨学⽣生）

12:30 開会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長
ローターソング⻫斉唱 　「⼿手に⼿手つないで」
スピーカーおよびビジターの紹介
⾷食事
慶事祝福
会⻑⾧長挨拶
幹事報告／出席報告／委員会報告
同好会報告／ニコニコ箱

13:00 担当:指導者育成委員会  
 　「ロータリーの綱領領と職業奉仕について」

13:30 閉会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長

【今後の例例会・卓話スケジュール】

10⽉月25⽇日  通常例例会(地域⽂文化)   　12:30
担当:  ⾦金金⼭山  慶昭会員
卓話: 平井 太郎 様  [社会学者  博⼠士[学術]  

⽇日本⼥女女⼦子⼤大学講師]
 　 　「⼩小⽥田原の邸園について」

11⽉月1⽇日  通常例例会(地域⽂文化)   　12:30
担当:  プログラム委員会         　 　
卓話:山居 是文(ﾖｼﾌﾐ) 様 [㈱ヌースフィアデザインレイズ 取締役]

       

11⽉月8⽇日  通常例例会(RC)   　12:30
担当:  ⽯石崎  孝会員・守屋  善男会員         　 　
 　 　「ロータリー財団フォーラム」

11⽉月⽇日  通常例例会(地域⽂文化)   　12:30
担当:  露露⽊木  清勝会員    
卓話: 中嶋 順 様・田部 光久 様
     
 　 　「箱根の現状について｣

■■■ 　メーキャップ情報 　■■■

 　-‐‑‒2011年年10⽉月  -‐‑‒  

‣19⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
‣20⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  (クF:地区⼤大会報告)
‣21⽇日(⾦金金)  湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原

    足柄  おんりーゆー  12:30

‣24⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30  (クF:⽶米⼭山)
‣25⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  18:00  夜間例例会
‣26⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  家族親睦会  M.U.受付なし
 　 　 　 　      ⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  19:45

‣27⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30  (ク協:ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式)
‣28⽇日(⾦金金)  湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原

    足柄  30⽇日アドベンチャー事業に振替の為例例会なし

‣31⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30

-‐‑‒2011年年11⽉月  -‐‑‒

‣1⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
‣2⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
‣3⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  休⽇日休会
‣4⽇日(⾦金金)  湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原

足柄  おんりーゆー  12:30  (R財団)

相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

（28×13は364です）お⽉月様に盃を献じて皆さんと共に⽣生命
の忝さを受けて、お流流れを頂きたいものです。
ニコニコ委員会…お⽉月様⾒見見えなくて残念念です。本⽇日は楽しま
せていただきます。今夜もニコニコボックスご協⼒力力よろしく
お願いいたします。

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp


ｓ

辻村  彰秀 　幹事

✴本⽇日第９グループ会⻑⾧長幹事会が鈴鈴廣で
開催されました。１０⽉月１５、１６⽇日の
地区⼤大会のスケジュール説明がありまし
た。１６⽇日は皆さんでバスで⾏行行きます。
参加の⽅方には詳細をファックスしてあり
ますのでご確認下さい。また、急遽参加
出来る⽅方は副幹事にご連絡ください。
✴ガバナー補佐より、第９グループ会員
数は７⽉月１⽇日スタート時に３０４名、９

⽉月末は３１１名との事です。更更なる増強依頼がございました。
是⾮非、⼊入会される可能性がある⽅方がお知り合いにいればご紹介
下さい。
✴度度々お伝えしておりますが、⾷食事の関係で例例会⽋欠席のご連絡
は⽉月曜⽇日中にお願い致します。
✴地区事務所より相模原グリーンRCが移転したそうです。詳
細は事務局にお問い合わせ下さい。

❖会⻑⾧長挨拶
杉崎  勝成 　会⻑⾧長

 　暑かった夏も何時しか過ぎ、秋の
気配が⽇日に⽇日に深まってきました今
⽇日この頃ですが、気温の変化が激し
い折、会員の皆様に置かれまして
は、体調管理理を⼗十分お願したいと思
います。⼜又悲しい報告をしなければ
なりません、先ほどの、黙とうにも
敬意を表したように、会員でありま
す、⽩白井忠さんが御逝去されまし
た。私が⼊入会してから、城北北ロータ

リークラブ現役の会員の逝去は3⼈人⽬目だったと記憶しておりま
す、尚会員の皆様には8⽇日の通夜、9⽇日の告別式に多くの会員
の皆様ご会葬をして頂き、家族の皆様⼤大変感謝を申しておりま
した。ご苦労様でした。告別式にはクラブを代表と致しまし
て、弔辞を申し上げてきました事をご報告させて頂きます。
先⽇日御報告を致しました2013年年度度RI規定審議会に提出をする
⽴立立法案を地区⼤大会似て賛否投票の件ですが、当クラブはどなた
も意義を申し出なかった為、5案全てに賛成票を投票致しま
す。
 　さて本⽇日は移動例例会でございます。例例会場を離離れ、⼜又時間も
異異なる場所での開催で有ります、⼜又本⽇日の主旨は、⼤大いに懇親
を深める場所でもあります。本⽇日は、河野さんの、発案で、懇
親をより深くするために通常の配置と事なり、ゆっくりと対話
が出来るような企画をさせて頂きました。ロータリー談義で⼤大
いに盛り上がって頂ければ幸いでございます。本⽇日は以上で
す。

❖出席報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

10月11日 51(46) 42 1 91.30%

10月4日 52(46) 33 2 76.09%

9月27日 52(46) 41 0 89.13%

【欠 席 者】　4名
　　中村維孝、所　眞人、須藤公司、石内正彦
【今回MU】　　1名
　　中村維孝（9/26　地区　社会奉仕）
【前回MU】　　2名増　計2名
　　石崎　孝、上田博和
【前回MU、前々回MU】増減無し

例例会報告：2011年年10⽉月11⽇日（曇） 　第1723回夜間例例会
会場：  報徳会館
時間：17:30〜～19:30

露露⽊木  清勝 　委員

❖夜間例例会

❖幹事報告

―深まる秋の夜長、音楽の調べを聴きながら
親睦を深めましょう―

例例会に参加することがロータリー
運動の原点であることは⾔言うまで
もありません。ロータリーの例例会
は奉仕の理理想を探求するために会
員同⼠士が切切磋琢磨する⾃自⼰己研鑽の
場であると同時に、奉仕の実践の
源となる会員の親睦を図る場でも
あります。
今宵、深まる秋ともに会員相互の
親睦も深めていきましょう。

Keiko Ishizaki
⽯石崎恵⼦子

⼩小⽥田原市鴨宮在住。  現在、幅広
い年年齢の対象に、マンツーマン
形式のピアノ教室「クララピア
ノ塾」を開いていま  すす。


